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熊本県を中心した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興とご安全を，お祈り申し上げます。
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【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ ホームページがリニューアルされ，スマートフォンにも対応となり
ました。事業説明も追加され充実した内容となっております。
是非ご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/
※教師募集情報，研究会情報をはじめ，旧ページのブックマーク変更をお願
いいたします。
・教師募集情報（国内外の教育・研究機関等からの人材募集情報）
http://www.nkg.or.jp/boshu
・研究会情報（研究会・イベント等催事情報）
http://www.nkg.or.jp/kenkyukai

・バナー広告募集
トップページへの掲載となります。1 か月からの掲載が可能です。
http://www.nkg.or.jp/banner
※掲載申込・お問合せは，office@nkg.or.jp
・情報掲載希望についてはこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/johoboshu
・ツイッターのフォロー，Facebook ページの「いいね！」もお願いします。
ツイッター https://twitter.com/NKGkouhou
Facebook

https://t.co/FCSBmkfR2q

■２■ イベント／催事
□１□ 春季大会開催報告・予稿集完売のお知らせ
5 月 21 日（土）
・22 日（日）に目白大学にて開催した春季大会にご参加のみな
さまありがとうございました。約 1,250 人の方にご参加いただき無事終了いた
しました。大会予稿集は当日に完売いたしました。バックナンバーで在庫切れ
の場合，見開き 1 枚 30 円（送料別）にて必要ページのコピーをいたしております。
ご希望の方は，ご希望のページと発送先（郵便番号・住所・お名前・電話番号）
を書いてメールで kaiin@nkg.or.jp へご注文ください。折り返しお支払い方法等
をお伝えします。なお，目次は，後日学会ホームページに掲載します。
□２□ 各地区研究集会 参加者募集
・第 2 回研究集会＜中部地区＞
日時：6 月 11 日（土）10：00-16：40（事前予約不要・当日会場へ）
会場：愛知県立大学 長久手キャンパス
講演講師：嶋田和子氏（アクラス日本語教育研究所）
「
「つながり」を重視した日本語教育をめざす ～「会話」から「対話」へ～ 」
プログラム http://nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2016/kk-16-02.pdf
発表要旨 http://nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2016/kk-16-02yoshi.pdf
・第 3 回研究集会＜北陸地区＞
日時：6 月 26 日（日）10：00-16：15（事前予約不要・当日会場へ）
会場：しいのき迎賓館（石川県金沢市広坂）
プログラム http://nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2016/kk-16-03.pdf

・第 4 回研究集会＜北海道地区＞
日時：7 月 2 日（土) 10：00-17：45 ※ワークショップのみ要事前申込
会場：北海道大学国際本部グローバル教育推進センター
ワークショップ講師：石黒圭氏（国立国語研究所）
「日本語教室のピア・リーディング－協働学習はどうすればうまくいくのか－」
プログラム http://nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2016/kk-16-04.pdf
発表要旨 http://nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2016/kk-16-04yoshi.pdf
・第 5 回研究集会＜関東地区＞「実践研究フォーラム」
日時：8 月 6 日（土）
・7 日（日）※要事前申込
会場：東京外国語大学
パネルディスカッション「実践研究の可能性－ことばの教育の未来を拓く－」
http://www.nkg.or.jp/jissensha/forum
※プログラムは近日中に公開予定です。
□３□ 【6/8 申込開始】教師研修 夏季集中研修
「ワークショップデザイン入門－自立した企画者になるために－」
講師：森 玲奈氏（帝京大学高等教育開発センター）
日時：8 月 25 日（木）
・26 日（金）2 日間連続講座
会場：東京大学 駒場キャンパス KOMCEE West K303
定員：25 名 ※要事前申込，申込開始 6 月 8 日（水）12 時 30 分～先着順
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016summer.pdf
□４□ グローバル・ネットワーク
・日本語教育国際研究大会 BALI ICJLE2016 参加者募集
主催：インドネシア日本語教育学会
日時：9 月 9 日（金）
・10 日（土）
会場：バリヌサデュアインターナショナルコンベンションセンター
http://bali-icjle2016.com
■３■ 入会案内
いつでもご入会になれますが，会費等は年度制（4 月～翌年 3 月まで）です。
入会申込書はホームページからダウンロードしてください。
2016 年度からの新規入会受付中。年度早めのご入会をおすすめします。

春季大会会場でも入会申込を受け付けます（大会会場は現金払いのみ）。
＜普通会員＞
・大会発表の応募や学会誌の投稿ができます（普通個人会員のみ）。
・年３回学会誌が配送されます。
・学会主催の研修会や研究会の参加費の割引などの特典があります。
・会員向けメールで情報を受け取ることができます。
＜賛助会員＞
・ＮＫＧメールマガジンに無料で情報を掲載できます。
・春季（5 月）
・秋季（10 月）の大会に招待されます（人数制限あり）
。
・学会発行物への広告掲載料の割引きなどの特典があります。
→詳細は, http://www.nkg.or.jp/mypage/nyukai
======================================================================
【２】賛助会員情報：催事・新刊案内等（50 音順）
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各主催機関にお願いいたします。
■１■ 書籍等
□アスク出版
・
【5 月新刊】
『はじめての日本語能力試験 N4 単語 1500』
アークアカデミー 著 1,500 円＋税
効率的に語彙が増やせるレベル別の単語集。勉強と仕事，健康などのテーマ
別・品詞別の覚えやすい構成にし，実際の場面に即した例文を掲載しました。
模擬試験に加え，単語と例文の音声を収録（Web 対応），英語・越語の対訳
付き。
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
・
【6 月新刊】
『はじめての日本語能力試験 N3 単語 2000』
アークアカデミー 著 1,600 円＋税
効率的に語彙が増やせるレベル別の単語集。テーマ別・品詞別の構成で，実際
の場面に即した例文を掲載。模擬試験に加え，単語と例文の音声を収録
（Web 対応）, 英・越語の対訳付き。テーマは「人と人との関係」
「イメージ

を伝えよう！」ほか。
（詳細は後日下記に掲載予定）
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
□くろしお出版
・
【新刊】
『心ときめくオキテ破りの日本語教授法』
五味政信/石黒圭 編著 2,200 円＋税 5 月発売
学習者主体の「心ときめく」授業を目指した新しい日本語教授法の提案。
http://goo.gl/3JdqDt
・
【新刊】
『日本語文型辞典

ベトナム語版』

グループ・ジャマシイ 編
村上雄太郎ほか 訳 2,800 円＋税 5 月発売
ベストセラー辞典のベトナム語翻訳版。並製版になって新たに発売。
http://goo.gl/w6ZZ2J
・
【新刊】
『日本語文法研究のフロンティア』
庵功雄/佐藤琢三/中俣尚己 編 3,800 円＋税

5 月発売

現代日本語文法と周辺領域の開拓的研究を収めた論集。野田尚史ほか 16 篇。
http://goo.gl/0rCNf4
・
【新刊】
『日本語教師のためのＣＥＦＲ』
奥村三菜子/櫻井直子/鈴木裕子 編 2,000 円＋税

6 月発売

CEFR の理論を Q&A で紹介する第一部と，実践例を紹介した第二部から成る入門書。
http://goo.gl/xh7AJG
・
【新刊】
『The Great Japanese 30 の物語 中上級 ―人物で学ぶ日本語』
石川智 著 2,000 円＋税

6 月発売

著名な日本人 30 人の物語を通して，日本文化や社会問題などを学ぶ読解教材。
http://goo.gl/VJbNMc
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『みんなの日本語 初級 I 第２版 教え方の手引き』
スリーエーネットワーク 編著 2,800 円＋税
『みんなの日本語 初級Ⅰ 第２版』を使って教える人のための指導書です。
第１部では，各課の構成と内容，基本的な授業の進め方などについて，第２部
では，各課の教え方を具体的に紹介しています。付属 CD-ROM には，練習 C・会話

のイラストなど収録。
http://www.3anet.co.jp/ja/5584/
・
【近刊】
『みんなの日本語 中級 II 標準問題集』
スリーエーネットワーク編著 900 円＋税 / 7 月発売予定
『みんなの日本語 中級Ⅱ』に準拠した問題集です。『みんなの日本語 中級Ⅱ』
各課の構成に沿った各課４頁の練習問題，3 課ごとのまとめの復習問題，最後に
13 課～24 課の総まとめの問題があります。
http://www.3anet.co.jp/ja/5634/
□凡人社
・
【新刊】教えよう 日本語―考え続ける日本語教師になるためのタスク―
河野俊之，橋本ゆかり 著
定価 1,400 円+ 税 好評発売中
http://goo.gl/rrD9cd
・
【新刊】科学技術基礎日本語：留学生・技術研修生のための使える日本語
札野寛子，深澤のぞみ 著
定価 1,800 円+ 税 好評発売中
http://goo.gl/Xkl5CQ
■２■ 活動
□朝日カルチャーセンター日本語科
会場は全て，新宿住友ビル 3 階 朝日カルチャーセンターです。
電話予約も可能です（電話:03-3344-1965）
。
お申込は先着順，定員になり次第締め切ります。
・教える人に役立つボイストレーニング
講師：元 NHK アナウンサー・坂本 充
教室の隅まで通る声，嗄れない声を出すための呼吸法，発声法を体得し，共通語の発音や学習者
に伝わる話し方も学びます。
日時：6 月 11 日,18 日,25 日（土）15：30-17：30

定員：20 名

受講料：一般 12,312 円 朝日カルチャーセンター会員 10,368 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/d1800de6-2fa9-20b3-3d58-56ac7e6a4f99

・年少者の日本語指導の工夫に学ぶ
講師：波多野ファミリスクール学監・大蔵 守久
臨場感に訴えた分かりやすい指導法,興味を持続させる指導法,教科学習など
で使う難しい日本語の教え方など,明日からすぐに使える実践的テクニックが
満載の講座です。
日時：6 月 19 日（日）12：30-15：30

定員：35 名

受講料：一般 5,832 円 朝日カルチャーセンター会員 5,184 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/725c097d-fb30-f90b-95d0-56ac7b7d0d33
・初級を教えるコツとポイント１
講師：早稲田大学講師・塩崎 紀子
学習者にとってわかりやすく，知的興味が持て楽しく学べる授業とはどんなものか。
初級前半段階における基礎的な教授方法を，実践的に紹介します。
日時：7 月 9 日,16 日,23 日,30 日,8 月 6 日（土）15：30-17：30
受講料：一般 21,600 円

定員：35 名

朝日カルチャーセンター会員 18,360 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/c9e299fd-46a8-9b9d-e8bc-571847f66566
・日本語教育能力検定試験対策講座Ⅱ
講師：神田外語大学講師・小林ひとみほか
日本語教育能力検定試験の幅広い出題範囲の中から，
「言語教育法・実技（理論編）
（実践編）
」，
「言語理解の過程」
，
「言語習得・発達」
，「記述対策」，
「評価法」
の項目を中心に学習します。
日時：7 月 16 日,23 日,30 日,8 月 6 日,20 日,27 日（土）13：00-15：00 定員：35 名
受講料：一般 25,920 円

朝日カルチャーセンター会員 22,032 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/6aa57b1c-37b2-fa2e-12a3-5718548e927c
□アルク
・海外リポーター募集！「日タイ修好 130 周年＆NAFL30 周年記念企画」
アルクがタイ国政府観光庁の協力のもと，記念企画を立ち上げました。
本企画では，タイに渡って現地の日本語学習者の教育事情やタイの
話題のスポットなどを取材する海外リポーターを募集します！
⇒海外リポーターの募集の詳細はこちら 【締切間近】6/15 まで！
http://www.alc.co.jp/jpn/letsgothailand/?utm_source=NKG1606&utm_medium=email&utm_campai
gn=N1CP

・アルクの通信講座「NAFL 日本語教師養成プログラム」
検定試験対策はもちろん，現役の日本語教師にも役立つ通信講座です。
テキストは，日本語教師として実際に教壇に立つようになってからも，役立
つ内容と構成になっています。ぜひ一生モノの教材で改めて学んでみてくだ
さい。
⇒「NAFL 日本語教師養成プログラム」詳細はこちら＞＞＞
http://ec.alc.co.jp/course/n1/?utm_source=NKG1606&utm_medium=email&utm_campaign=N1
・ACTFL-OPI 試験官養成ワークショップ
日本語教師の方を対象とした ACTFL-OPI 試験官養成の 4 日間のワークショップ
のご案内です。6 月と 12 月に開催予定です。
この 4 日間の経験で，日本語教師としての専門性をより高めてみませんか。
⇒「ACTFL-OPI 試験官養成ワークショップ」詳細はこちら＞＞＞
http://www.alc.co.jp/jpn/article/seminar/2016opi/?utm_source=NKG1606&utm_medium=email&ut
m_campaign=OPI
・日本語教師を育成するための教案指導講座
―後輩教師と共に成長する伴走者として―
本セミナーでは，主に教案指導に焦点を当て，後輩教師の成長を促すにはどんな
ことに気を付け，どう指導していけばいいかを学びます。
⇒「教案指導講座」詳細はこちら＞＞＞
http://www.alc.co.jp/seminar/1400103/index.html?utm_source=NKG1606&utm_medium=email&ut
m_campaign=seminar_1400103
□インターカルト日本語学校
・日本語教師用電子教材体験イベント
iPhone，iPad 上で簡単に操作できるタッチ教材の体験イベントです。
第 1 部：
「Magic Kit」に触れながら，実際の授業でどのように活用できるかを体
験していただきます。
第 2 部：教材作成アプリ「Finger Board」を使い，魅力的な授業を行うための電
子教材を作成します。
日程：6 月 18 日(土)名古屋，19 日（日）大阪，25 日（土）福岡，26 日（日）広島，
7 月 2 日（土）東京， 3 日（日）郡山，9 日（土）札幌
時間：第１部 10：30-12：30／第 2 部 13：30-15：30
料金：第 1 部無料／第 2 部 2,000 円
主催：インターカルト EdTech センター

E-mail： fingerboard@incul.com

電話：0120-205-874

http://fingerboard-app.com/magickit/events.html
□一般財団法人 海外産業人材育成協会（HIDA）
・
【エントリー締切 6/30,原稿締切 7/20】
第 5 回「看護・介護にかかわる外国人のための日本語スピーチコンテスト」
コンテスト出場者募集／協賛・後援募集中
開催日：9 月 3 日（土）
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）
コンテスト出場資格：現在日本国内で看護職・介護職（候補者を含む）と
して働いており，日本語を母語としない方
スピーチ内容：外国人から見た日本の看護・介護について
※コンテスト出場者旅費は HIDA 負担，出場者全員に商品券を差し上げます。
http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/nihongo/sp2016/index.html
□公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT)
・AJALT の著作教材を活用した日本語教師のための教え方講習会
日時：7 月 16 日～9 月 3 日毎週（土）各講座 13:00-17:15（含休憩）
受講料：各講座 10,800 円（税込）テキスト割引あり
全 8 講座（1 講座からお申込み可）
経験豊富な講師が少人数制で，実践例とともに対象別コースデザイン
の秘訣をお伝します。
講座内容：社会人一般（初級）
『Japanese for Busy PeopleⅠ，Ⅱ，Ⅲ』
ビジネスパーソン（中上級）
『Japanese for Professionals』
海外や外国人学校で学ぶ年少者『Japanese for Young People』
日本の小学校で学ぶ年少者『かんじだいすきシリーズ』
『Japanese for YoungPeople』
留学生・会社員として働く外国人『1 日 10 分のシャドーイング！就活・仕事
のにほんご会話』
技能実習生や現場で働く外国人『あたらしいじっせんにほんご』
http://www.ajalt.org/teach/teacher/
□スリーエーネットワーク
・楽しく，わかりやすく，役に立つ初級の授業作り―『イラスト満載！
日本語教師のための活動アイディアブック』を使って―in 福山
日時：7 月 23 日(土) 14：00-16：00（受付開始 13：30）

会場：福山 YMCA 国際ビジネス専門学校 （広島県福山市西町 2 丁目 8-15）
講師：小山悟（九州大学 留学生センター 准教授）
定員： 50 名（先着順。定員になり次第締め切り），無料
協力：福山 YMCA 国際ビジネス専門学校，大谷書店
http://www.3anet.co.jp/events/5682/
・特別連載 教科書活用講座のご案内
『日本語 読み書きのたね』を使って「大変」を「楽しい」に！
講師 : 東京三立学院 竹野 藍
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/category/katsuyokoza31/
※過去連載分はこちらからご覧ください。
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/
・補助教材コンテンツ無料ダウンロード
登録不要，無料でダウンロードしてすぐに使えるコンテンツです。
◆『みんなの日本語初級Ⅱ 聴解タスク 25』補助教材
『みんなの日本語初級 II 聴解タスク 25』を『みんなの日本語初級 II 第 2 版 本冊』と
一緒にお使いになる方向けの情報です。英，中，韓，ベトナム語対訳付き
http://www.3anet.co.jp/ja/5679/
□学校法人長沼スクール 東京日本語学校
・長沼スクール特別講座
日時：7 月 2 日（土）13：30-16：40
講師：牧野成一氏(プリンストン大学名誉教授)
演題：
「日本語の「声」---能動文，受動文，自発文などを中心に---」
講師より「英文法では受動態のことを Passive Voice と言いますね。
今回の私のお話のきっけとなったのは，この Voice を日本語で「声」と呼んだら
どんなことが分かるだろうか，という思いつきです。(続きはこちらから↓)」
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.html
・＜予告＞日本語教師夏季集中セミナー
成長し続ける教師のためのブラッシュアップセミナー
開催日:8 月 15 日（月）～8 月 19 日（金）
※詳細は決定次第ホームページ等にてご案内いたします。

□独立行政法人 日本学生支援機構東京日本語教育センター
・
【事前申込 6/8 まで】平成 28 年度研究協議会開催
「予備教育における日本語 ―基礎科目／専門科目を日本語で学ぶために―」
日時：6 月 11 日（土）14：30-17：30
会場：東京日本語教育センター学生ホール（新宿区）
講演:石澤徹氏（東京外国語大学大学院国際日本学研究院講師）
「アーティキュレーションのある教育プログラム実現のために」
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/tjlec/research/study_meeting.html
□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・平成 28 年度日本語教育能力検定試験【6 月 20 日（月）より出願受付開始】
試験日：平成 28 年 10 月 23 日（日）
出願期間：平成 28 年 6 月 20 日（月）～8 月 8 日（月）当日消印有効
受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて 6 月中旬より販売
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□凡人社
・東海，北陸地区日本語学校教師研修会 Vol.1
日本語教師が生き残るために知っておくべきこと
～希望を持てる日本社会を作るために～
講師:田尻英三氏
日時:6 月 4 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場:I.C.NAGOYA 25 番教室（名古屋市中村区）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語教師塾名古屋特別編
すぐに役に立たないことを継続する教師になろう！
～学び続け，成長し続ける専門家として～
講師:奥田純子氏
日時:7 月 2 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場:MYCAFE 錦通店（名古屋市中区）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語教師塾 Vol.8
デジタル活用で授業をスマートに
講師:山田智久氏

日時:7 月 30 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場: ECC コンピュータ専門学校 （大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 3-35）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
======================================================================
【３】行政情報：日本語教育施策・事業等
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各主催機関にお願いいたします。
■１■ 情報
【文化庁】
・
【6/30 締切】平成 28 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
―地域日本語教育スタートアッププログラムの募集について―
http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/h28_seikatsusha_startup_program.html
【総務省】
・平成 28 年熊本地震の被災地で「外国語」でお困りのみなさんへ
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000215.html
======================================================================
【４】他団体情報：催事・集会・助成等
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各主催機関にお願いいたします。
■１■ 情報
・国際交流基金ウェブページ「日本語教育通信」
（本ばこ，他更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
■２■ イベント／催事
□参加募集
・OJAD tutorial workshop: OJAD and its use for practical prosody training of
JapaneseProject OJAD （6 月 4 日）
https://www.eventbrite.com/e/l2-pronunciation-pedagogy-workshop-tickets-22329939450

・異文化間教育学会 第 37 回大会（6 月 4 日・5 日）
http://www.intercultural.jp/iesj2016/
・言語科学会 第 18 回年次国際大会(JSLS2016)（6 月 4 日・5 日）
http://jsls.jpn.org/conference/
・第 9 回日本語実用言語学国際会議（ICPLJ9）
（6 月 4 日・5 日）
http://mll.sfsu.edu/events/40121-icplj9-japanese-textbook-workshops
・
（公財）石川県国際交流協会 テーマ別研修会（6 月 11 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/160524ishikawa.pdf
・日本学生支援機構東京日本語教育センター 平成 28 年度「日本語教育機関教員と
高等教育機関留学生教育担当者との研究協議会」
（6 月 11 日）
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/tjlec/research/study_meeting.html
・日本言語政策学会 第 18 回研究大会（6 月 11 日・12 日）
http://jalp.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/72da5f7204886827f788e2557048ce0f.pdf
・ビジネス日本語研究会第 18 回研究会（6 月 17 日）
「ビジネス日本語教育実践で目指すべき人材像とは」
http://business-japanese.net/archive/archive_018.html
・JSL 漢字学習研究会第 61 回研究会（6 月 18 日）
http://jsl-kanji.com/event/20160618.html
・アカデミック・ジャパニーズ・グループ研究会
第 39 回研究会 ワークショップ（6 月 18 日）
http://test.applicats.co.jp/02/ajg/information.html
・第 57 回外国人による日本語弁論大会（6 月 18 日）
http://www.iec-nichibei.or.jp/pdf/speechcontest57_poster.pdf
・第二言語習得研究会（関東）第 94 回研究会（6 月 18 日）
http://www.li.ocha.ac.jp/global/mrs/kasla/index.html

・日本第二言語習得学会（J-SLA）初夏の研修会（6 月 19 日）
http://www.j-sla.org/event/2016-early-summer/
・ソーシャルネットワーキングアプローチと日本語教育
當作靖彦氏のセミナーと研究発表会（6 月 25 日）
http://a-kai.sakura.ne.jp/SNA/
・国際教養大学専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科
日本語教育実践領域 2016 年特別講演会＆懇談会（6 月 25 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2016/NKG20160415kokusaikyoyou.pdf
・第 4 回全養協日本語教師採用合同説明会（6 月 29 日）
http://www.zenyoukyou.jp/fairs/index.html
・第 15 回 対照言語行動学研究会（7 月 2 日）
https://sites.google.com/site/taishogengokoudou/announcement
・第 25 回小出記念日本語教育研究会（7 月 2 日）
http://koidekinen.org/
・2016 年度天理台湾学会第 26 回研究大会（7 月 2 日）
http://www.tenri-u.ac.jp/tngai/taiwan/
・第 20 回 AJE ヨーロッパ日本語教育シンポジウム・
第 5 回 AIDLG イタリア日本語言語学・日本語教育学会（7 月 7 日-9 日）
http://www.eaje.eu/
・言語教育の「商品化」と「消費」を考えるシンポジウム IN 香港
（7 月 16 日・17 日）
https://sites.google.com/site/researchseminar03/
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 36 回研究会（7 月 23 日）
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・NPO 多言語多読 第 29 回「多読授業とリライト」入門講座（7 月 30 日）

http://tadoku.org/seminar/2016/04/28/2882
・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会 2016 年度研究大会
（8 月 8・9 日）
http://mhb.jp/
・マダガスカル日本語教師会 第四回東アフリカ日本語教育会議
（8 月 12～14 日）
http://e-nihon.net/jaltak/
・CAJLE2016 年次大会「グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは」
（8 月 17 日・18 日）
http://www.cajle.info/programs/cajle2016/
・一般財団法人日本語教育振興協会 平成 28 年度日本語学校教育研究大会
（プレセッション 8 月 22 日，本大会 8 月 23・24 日）
http://www.nisshinkyo.org/news/convention.html
・スポーツ言語学会第 3 回総会・学会大会（8 月 27 日）
http://society-sports-language.weebly.com/
======================================================================
【５】報道情報：日本語教育関連ニュース・論評等
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。また，閲覧に無料または有料
の会員登録が必要な場合もございます。問合せは各発信元にお願いします。
・安倍首相同行の昭恵夫人，英公立中学の日本語授業に参加
「上を向いて歩こう」合唱で目細める（5 月 6 日

産経ニュース）

http://www.sankei.com/politics/news/160506/plt1605060016-n1.html
・佐賀の日本語学校にベトナム人研修生
産学官連携で生活しやすさがメリットに（5 月 6 日 佐賀経済新聞）
http://saga.keizai.biz/headline/70/
・ミャンマーの大学で日本語教育 ジェイサットコンサルティング

就職も支援（5 月 18 日 Sankei Biz）
http://www.sankeibiz.jp/business/news/160518/bsl1605180500003-n1.htm
・定住外国人に日本語教室

社会福祉法人などが地域で介護人材育てる

（5 月 20 日 福祉新聞）
http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/12760
・日本政府観光局（JNTO）と国際交流基金が連携，インバウンド強化で相乗効果
めざす（5 月 23 日 トラベルボイス）
）
http://www.travelvoice.jp/20160523-67124
・元早稲田の 24 歳，多国籍チームで 20 万ドルを調達して留学支援プラット
フォームを立ち上げ（5 月 27 日 TechCrunch Japan）
http://jp.techcrunch.com/2016/05/27/stbooking/
=====================================================================
ＮＫＧメールマガジンへの情報提供
=====================================================================
日本語教育学会広報委員会

kouhou-iinkai@nkg.or.jp までお願いします。

内容確認等の上,メ－ルマガジンに掲載します。
＜講読詳細＞http://www.nkg.or.jp/menu-mmag.html
＜講読登録＞http://www.nkg.or.jp/mmag/mmag-toroku.html
＜登録解除＞http://www.nkg.or.jp/mmag/mmag-cancel.html
＜ 問合せ ＞kouhou-iinkai@nkg.or.jp
＜フォント＞このメールマガジンは,等幅フォントでご覧ください。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜発行者＞

公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/

＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞ 2016 年 6 月 1 日
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